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図書館で調べよう

本・インターネットを使った調べかた

埼 玉 県 立 久 喜 図 書 館
情 報 の 探 し か た 講 座
2017年10月13日・26日

本は重くて探しづらいネットの情報だけじゃあ
仕事の調査の根拠に乏しい

誰が書いたのか分からない

いつの情報？最新の情報？

何から探せばいいのか
分からない・・・

ネットは広告がたくさん！
信じていいの？

？？

調査のキーワードは？
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参考図書【reference books】：言葉の意味や人物について調べたり、

特定の情報を調べるために利用する資料。
辞書・事典、年鑑、図鑑、地図、統計書、白書、索引など。

辞典【dictionary】：文字または語を集めて一定の順序に従って整理･排列し、

その読み方・意義・語源・品詞名・表記法・用法（例）
または熟語などを説明したもの。辞書に同じ。

事典【encyclopedia】：事柄を集めてその一つ一つに解説をほどこした

書物。ことばの解説のほかに、事物の起源・由
緒・来歴まで加えて解説したものを、内容の説明
に便利な順で収めたもの。
百科事典・歴史事典・人名事典など

字典【dictionary】：文字について説明した書物。たとえば漢字を集めて偏や

旁（つくり）、画数などにより一定の順序に並べ、漢字
の形状、出来方、由来、読み方、意味、用例などを解説
した書物。
くずし字字典・漢和字典・漢字書き順字典など

『図書館用語辞典』（図書館問題研究会編 角川書店 1982）

いろいろな「じてん」

インターネット：

「世界中のコンピュータなどの情報機器を接続するネット

ワークです。1990年ごろから、世界的に広く使われ始め、

近年はその利活用が目覚しく進展してきました。現在では、

私たちの生活や仕事などのさまざまな場面で使われる、不可

欠な社会基盤（インフラ）となっています。」

《総務省 安心してインターネットを使うために
国民のための情報セキュリティサイト》「インターネットって何？」
（http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/security/basic/
service/01.html 2017/10/06最終確認）

パソコン、スマートフォン、
タブレット端末等の普及により、
より生活に身近な（必要な）
ツールとなってきました。

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/security/basic/service/01.html　2017/10/06
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１ インターネットで調べる情報と
図書館資料で調べる情報の違い

・

情報が随時更新されていく

→ニュースなど最新の情報を知りたいときに便利

インターネット

出版までに時間がかかるため、

新しい情報をすぐに得ることは困難

図書

① 情報の速報性

１ インターネットで調べる情報と
図書館資料で調べる情報の違い

誰でも簡単に情報を発信することができる

→中には誤った情報が紛れている可能性

インターネット

出版社や著作者が責任をもって制作している

→信用できる内容のものがほとんど

図書

② 情報の正確性
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１ インターネットで調べる情報と
図書館資料で調べる情報の違い

インターネット 図書

情 報 の 速 報 性 ○ ×

情 報 の 正 確 性 △ ○

？
最近の流行語○○に
ついて知りたい？

言葉の意味について
知りたい？

明日の
天気は？

この統計数値は
正しい？

インターネットで調べた方がよい例
・団体や企業の情報：公式ウェブページの情報が有効

・催し物などの最新情報

・最新の法令の情報

・鉄道の乗換案内・時刻表

・テレビ番組の情報

・商品等の口コミ情報

・電化製品等の取扱説明書

・郵便番号

・図書館資料の所蔵情報 など

「最新の○○」「今日の○○」や、

状況が変わりやすい情報は

インターネット情報を確認すると

ヒットしやすい
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２ インターネット情報を見わける

インターネットの世界では、
誰もが気軽に情報の発信者となることができます。
このため、インターネットの情報は玉石混淆です。

必要な情報を選び出す際に、
次のチェックポイントを参考にしてみてください。

ドメインの確認
・・・ac.jp(大学など)
・・・co.jp(企業など)
・・・go.jp(政府機関)
・・・lg.jp(地方自治体)

２ インターネット情報を見わける

チェックポイント

ホームページの作成・管理者は誰か。
（個人、企業、大学、官公庁）

※個々のページに著者の表示がない
場合はトップページで確認する。

情報は最新か。最終更新日はいつか。

誰でも簡単に情報を発信することができる

→中には誤った情報が紛れている可能性

情報の正確性（インターネット）

埼玉県立図書館はhttps://www.lib.pref.saitama.jp/
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３ 検索エンジンの使いかた

検索エンジンとは、インターネット上に無数に
存在する情報源の中から、求める情報にたどり
着くための検索サイトのことです。

検索エンジンの一例

ヤフー Yahoo ! JAPAN
日本を代表するポータル・検索サイト。
「ウェブ」「画像」「動画」「知恵袋」等目的に応じた検索が可能。
http://www.yahoo.co.jp/

グーグル Google
インターネットで情報を検索する際の定番的サイト。
検索結果は、PageRank技術により関連性の高い順に表示。
Googleマップ、Googleニュース、Googleブック検索など話題性の

ある豊富なサービスを展開。

http://www.google.co.jp/

※PageRank:Google社が開発し、自社の検索エンジンに搭載しているWebページの重要度の判定技術。

３ 検索エンジンの使いかた

http://www.yahoo.co.jp/
http://www.google.co.jp/
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【練習問題1】
「湖」を参考図書で調べてみましょう。

「湖」の
・漢字の成り立ちを調べる？

・意味を調べる？

・種類を調べる？

・図鑑で調べる？

【検索のポイント】
索引・目次を使う

【練習問題2】
「プレミアムフライデー」について

調べてみましょう。
【図書（辞書・事典）】

最新の言葉を調べるには？

→出版年・図書の特色を考える。

【インターネット検索】

検索窓に入力して検索してみましょう。
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【練習問題2】
（2017/09/12検索結果）

Googleで検索してみました。

検索した結果の情報のヒット数

検索語に関する
ニュース

「プレミアムフライデー
推進協議会」のHP

【練習問題2】

虚構（うそ）の記事
（エンターテイメント

としての投稿）

（2017/09/12検索結果）

（続き） Wikipedia（ウィキペディア）
インターネット上で作成、公開
されているオープンコンテント
方式の多言語百科事典。自由に

書き込みが出来る

うその情報を元に
まとめられた
記事サイト

信憑性・・・？？
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【練習問題2】

《日本経済団体連合会》のページ
http://www.keidanren.or.jp/policy/premium-
friday.html

《経済産業省》のページ
最終更新日：2017年9月15日
http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/
service/premium-friday/

公的機関等のサイトを検索すると・・・
（2017/09/23検索結果）

【練習問題2】 ニュースサイトを検索すると・・・
（2017/09/12検索結果）

「朝日新聞」での初出は
2016年12月12日（Web版）と分かります。
（新聞掲載は2016年12月13日）

《朝日新聞デジタル》（https://www.asahi.com/）
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児童書

【練習問題2】図書の場合
最新の用語を調べるには

『現代用語の基礎知識』（自由国民社）

参考図書の棚にあるのは「2017年版」が最新
（2017.1）

！ 奥付（本の最後）の出版年に注意 ！

『現代用語の基礎知識 学習版 2018』
（自由国民社 2017.5）

p69に「プレミアムフライデー」の解説あり。

そのほか、雑誌記事や新聞、記事データベースも
調べるとGood！

4 インターネット検索のコツ

AA□BB AA＆BB

AA□OR□BB

“AA”

AA□－BB

そのほか、「filetype:○○（ファイルの指定）」
「site:URL（サイト内検索）」など便利な演算子
（えんざんし）があります。

スペース、＆（アンド）で語をつなぐ
「かつ（アンド）」検索

全角スペース↑

「”” 」で語をかこむ
完全一致検索

「OR（or）」で語をつなぐ
「または（オア）」検索

特定の語を含まない検索
「－（マイナス）」検索AAのうち、BBという

語は含まない検索
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インターネット検索をしてみましょう。

検索キーワード

〈行田〉〈足袋〉〈陸王〉

・かつ（アンド）検索

・マイナス検索

〈行田〉と〈足袋〉は含むが

〈陸王〉は含めずに検索

【練習問題3】

行田

足袋陸王

あいまいな記憶を検索してみましょう。

本を探している。

たしか・・・

「生協食堂のなんとかさん」という

タイトルだった？

【検索のヒント】

・単語で区切って「かつ（アンド）検索」

「生協／食堂／の／○○／さん」

・言葉を言い換えて検索

【練習問題4】
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5 調べものに便利なウェブサイト

県立図書館でも便利なリンク集を公開しています。

埼玉県立図書館 ＞ 調査・相談 ＞

調査・相談（レファレンス）に役立つリンク集

https://www.lib.pref.saitama.jp/stplib_doc/refere
nce/index.html

○調査・研究に役立つリンク集

○埼玉県暮らしに役立つリンク集

秩父市三峰の郵便番号を調べてみましょう。

【練習問題5】郵便番号の検索

調査・研究に役立つリンク集 ＞
6．産業 > 通信 ＞
ゆうびんホームページ （日本郵便）

https://www.lib.pref.saitama.jp/stplib_doc/reference/index.html
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ゆうびんホームページ (日本郵便株式会社）

http://www.post.japanpost.jp/index.html

郵便番号を調べたり、郵便料金を計算したり、
郵便局をさがすことなどができます。

山本リンダ「狙いうち」の楽譜が収録されて
いる本を調べてみましょう。

【練習問題6】楽譜の探しかた

調査・研究に役立つリンク集 ＞
7．芸術 ＞ 音楽 ＞
楽譜ネット（楽譜ネット）

http://www.post.japanpost.jp/index.html
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検索結果には
楽譜が収録されている本がヒット

楽譜ネット (楽譜ネット）

http://www.gakufu.ne.jp/GakufuNet/

曲名・作詞者・作曲者・歌手名から検索可能。
その楽譜が掲載されている資料を見つけることができる。

6 インターネット情報と自己判断について

・インターネットの情報は玉石混淆

－個人のブログ、ウェブサイトで簡単に情報発信が可能

－誰が、いつ、何の目的で情報を掲載したかが重要
（紙媒体の資料【図書・雑誌・新聞等】も同様）

・知りたい情報によって使い分けできるとGood

・分からないことはとりあえず検索窓に入れてみる

おさらい

最終的には自己判断・自己責任が必要

http://www.gakufu.ne.jp/GakufuNet/
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6 インターネット情報と自己判断について

参考：図書館のレファレンス（調査・相談）の場合

・図書館の資料（図書・雑誌等）とインターネット上で

公開されている情報を使い分けて調査

・レファレンス回答には参考とした資料を明記

・インターネット情報は調査での最終確認日（閲覧日）と

ウェブ設立者を明記

・個人設立のウェブサイト・ブログ等の情報については

参考として紹介

→図書館からのレファレンス回答をもとに自分で判断してもらう

調査・相談（レファレンス）サービスとは・・・
図書館の資料を使って、資料や情報を探すお手伝いをするサービス。
質問の解決に役立つ資料の紹介や情報提供も行います。

7 情報セキュリティについて

 個人情報はやたらと入力しない・教えない。

 迷惑メール（広告メールや勧誘メール）に返信したり、URLをク
リックしない。ワンクリック詐欺に利用される恐れがあります。

 利用した覚えのない利用料金の請求メールが届いても払う必要は
ない、無視しましょう。

 知らない人から届いたメールの添付ファイル（英文の件名や本
文・添付ファイル）は、ウィルスの可能性があるので、むやみに
開かない。

 ウィルス対策ソフトを正しく使い、ウィンドウズのアップデート
をきちんと行いましょう。
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 「調べるって楽しい！ インターネットに情報源を探す」

（大串夏身著 青弓社 2013）

 「インターネットで文献探索 2016年版」

（伊藤民雄著 日本図書館協会 2016）

 「辞典・資料がよくわかる事典 読んでおもしろい」

（深谷圭助監修 PHP研究所 2007）

 「子どものためのパソコン・IT用語事典」

（渋井哲也著 内田かずひろマンガ 汐文社 2007）

 「小中学生のためのパソコンらくらく入門教室 Raquppa 3

パソコンで、インターネットにチャレンジ！」（理論社 2005）

 「小中学生のためのパソコンらくらく入門教室 Raquppa 6

パソコンの、マナーとルールのはなし！」（理論社 2005）

 「インターネットにおけるルールとマナーこどもばん公式テキスト」

（インターネット協会著 インターネット協会 2012）

 「池上彰さんと学ぶみんなのメディアリテラシー 2

インターネットの便利さ・怖さ」（池上彰監修 学研教育出版 2015）

参考資料


